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『青森暮らしサポートセンター通信』2018年 10月号 

2018年 10月 12日(金) 
https://www.facebook.com/aomorigurashi 

青森暮らしサポートセンターから青森移住に関心のある皆様へ 

====================================================================== 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 

ご あ い さ つ 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 

 

「青森暮らしサポートセンター」移住・交流相談員の澤です。 

首都圏も秋らしくなってきました。芸術、スポーツ、食欲の秋など色々な過ごし方がありますね。 

年末に向けて青森での働き方・暮らし方についてクローズアップした“まるごと”セミナーや、南部や

津軽エリアごとの市町村セミナーなど、イベントが盛りだくさん企画されています。 

ぜひ、「青森暮らしの秋」を過ごしてはいかがでしょうか？ 

今号も青森情報 in首都圏をお届けいたします。 
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===================================================================== 

＜1＞ トピックス 

===================================================================== 

●青森県へのＵＩＪターンをまるごと支援します！【青森暮らし“まるごと”セミナー＆相談会】 

青森県の関係機関が連携し、移住希望者へ多様な働き方・暮らし方に関する情報を一元的に提供しま

す。今回のメインテーマは「攻める青森の農林業」。先輩移住者によるゲストトークや、起業・創

業、UIJターン就職、農林業への就業等に関する個別相談会も行ないます。 

【開催日時】10月 20日（土）13:30～16:40 

【開催場所】移住・交流情報ガーデン（中央区京橋 1-1-6越前屋ビル 1階） 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=920 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL:017-734-9174） 

 

●「あおもり移住倶楽部」に登録しませんか? 

「あおもり移住倶楽部」とは、青森県への移住に関心のある県外在住者・二地域居住者を応援する無料

の会員制サービスです。主に青森県内の「あおもり移住応援隊」施設で会員証を提示することで各種割

引・特典サービスを受けられます。青森県への移住を検討中の方は是非ご登録ください。詳細・お申込

みに関しましてはホームページにてご確認ください。 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/club/about.html 

  

https://www.facebook.com/aomorigurashi
http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=920
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====================================================================== 

 ＜2＞ 移住・交流イベント情報＠首都圏 

====================================================================== 

 

●先輩移住者が語ります！8 市町村が集結【八戸都市圏移住セミナー】 

八戸都市圏 8 市町村（八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町）によ

る移住セミナーです。先輩移住者ゲストとして元地域おこし協力隊のお 2 人をお招きし、移住のきっか

けや圏域の暮らしを包み隠さず語ってもらいます！ 

【開催日時】11月 4日（日）13:30～16:00 

【開催場所】移住・交流情報ガーデン（中央区京橋 1-1-6 越前屋ビル 1階） 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=924 

【お問合せ】八戸市広報統計課シティプロモーション推進室（TEL：0178-43-2320） 

 

●青森ファンに届け!【「青森暮らしの実現に必要な考え方＆行動のコツ」＆「ITひとつなぎ交流会」】 

直近１年間にＵＩＪターンして地元企業に転職した人、起業した人、二拠点生活を実践している人の発

表も！終了後は交流会も開催します。 

【開催日時】11月 10日（土）14:00～17:10（交流会は 17:20～19:30） 

      参加費無料（交流会にご参加の方のみ会費 4,000円を予定） 

【開催場所】日本マイクロソフト株式会社 31階セミナールーム 

（港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー） 

【詳細情報】http://www.aoit/9251.html 

【お問合せ】info@aoit.jp（TEL：070-6951-4624 担当：本田） 

 

●青森県西北津軽の移住相談会【これが私の暮らす道】 

津軽地域の 7 市町（五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町）によるセミ

ナーを開催します。ゲストには地域で活躍する若手先輩移住者 3名が登場！ 

【開催日時】11月 17日（土）17:30～20:3000 

【開催場所】NPO法人ふるさと回帰支援センター セミナースペース A 

（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8 階） 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=929 

【お問合せ】青森県西北地域県民局地域連携部（TEL:0173-34-2175） 

 

●南部地方の 7市町が集結！【青森暮らしセミナー～南部の暮らし編～】 

南部地方の 7 市町（八戸市、十和田市、三沢市、七戸町、五戸町、田子町、階上町）による移住セミナ

ーです。首都圏でのキャリアを生かして活躍する先輩 Uターン者のトークに注目です！ 

【開催日時】11月 18日（日）16:30～19:30（受付開始 16:00） 

【開催場所】NPO 法人ふるさと回帰支援センター セミナースペース A（千代田区有楽町 2-10-1 東京交

通会館 8階） 

【詳細情報】http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=925 

【お問合せ】青森県地域活力振興課（TEL：017-734-9174） 

 

●毎月２回開催！【ミニ面接会 in弘前-スカイプ面談-】 

青森県労働局、ハローワーク弘前、弘前市（商工政策課、ひろさき生活・仕事応援センター）主催によ

る、ミニ面接会です。開催地は弘前市ですが、首都圏からはスカイプでの Web 面接・面談が可能です。

（スカイプによる面接・面談をご希望の場合は、開催日の７日前までの申込みが必要となります） 

10 月、11月は以下の日程で開催します。 

【開催日時】10月 18日(木)、10月 30日(火)、11月 6日(火)、11月 26日(月) 

【スカイプ面談場所】ひろさき移住サポートセンター東京事務所、又はご自宅 

【詳細情報】http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/sangyo/index.html 

【お問合せ】弘前就労支援センター内 株式会社 I・M・S（TEL：0172-55-5608） 

 

http://www.aomori-life.jp/event/ijyuevent/detail.php?id=924
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●毎月開催中！【あおもり UIJターン創業相談会 in東京】 

UIJ ターン創業をお考え、関心のある方向けの個別相談会を毎月開催しています。青森県内で多くの創

業・起業に携わってきた専門家（インキュベーションマネジャー）が皆様のご相談をお受けします。10

月～12月の開催日は以下のとおりです。※事前予約優先の個別相談会となります。 

【開催日時】10月 20日(土)、11月 17日(土)、12月 15日(土) 

【開催場所】青森暮らしサポートセンター（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8階） 

【詳細情報】https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_entrepreneurs.html 

【お問合せ】青森県地域産業課（TEL：017-734-9374） 

 

●あおもり女子就活・定着サポーターズ（あおもりなでしこ）との交流会 

青森県内で、就職・結婚・出産・育児等の様々なライフイベントを経て、イキイキと活躍している「あ

おもりなでしこ」たちのとの交流会（女子会）。今月はいよいよ東京会場での開催です！ 

【開催日時】10月 19日(金) 16:00～18:00 

【開催場所】北のプレミアムフード館 3階・kita-pre（新宿区神楽坂 3-2-61） 

【詳細情報】https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/aomorinadesiko29.html 

【お問合せ】青森朝日放送（TEL：017-762-1111） 

 

●これから告知予定のイベント情報！ 

▶12 月 8日（土）【第３回青森発！ローカルプロジェクト市】 

スペシャルゲストに「Mr.関係人口」こと、月刊「ソトコト」編集長の指出一正氏をお招きし、青森県

内の各地域にある様々な課題や、楽しく暮らせる地域にするためのローカルプロジェクトについて、参

加者全員で交流しながら自由に語りましょう。 

【開催場所】TRAVEL HUB MIX（千代田区大手町 2-6-2 日本ビルジング 1階） 

▶12 月 9日（日）【青森暮らしセミナー子育て編】 

弘前市・黒石市・三沢市・平内町・田子町・南部町が参加予定 

【開催場所】NPO法人ふるさと回帰支援センター（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8階） 

 

※詳細が決定次第【移住・交流ポータルサイト｜あおもり暮らし】にてお知らせいたします。 

 

====================================================================== 

＜3＞ 青森県内 移住体験ツアー・交流イベント情報 

====================================================================== 

 

●10/14(日)【ぼくらが編集する青森県十和田市】 

「ぼくらが編集する青森県十和田市」をテーマに、地域の魅力を自分たちの手で伝えるための交流会を

開催します。全国各地を取材する編集者 3名によるトークセッションをお見逃しなく。 

【開催日時】10月 14日(日)13:30～17:00 

【開催場所】十和田市民交流プラザ トワーレ（十和田市稲生町 18-33） 

【内容】トークセッション「地域を編集する」と交流会 

【詳細情報】http://platform-aomori.org/?p=12017 

【お問合せ】運営事務局 NPO法人プラットフォームあおもり 

（TEL：017-763-5522） 

 

●10/27(土)～28(日)【くろいしぐらし体験ツアー】 

メルマガではご案内していましたが、定員に達したため申込受付を終了しました。 

  

https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/support_for_entrepreneurs.html
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====================================================================== 

＜4＞ あおもりイベント情報＠首都圏 

====================================================================== 

 

●10/14(日)まで！サンルートプラザ東京で「青森フェア」 

【開催日程】9月 3日(月)～10月 14日(日) 各店舗の営業時間に準じる 

【開催場所】サンルートプラザ東京（千葉県浦安市舞浜 1-6） 

【注目ポイント】東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルであるサンルートプラザ東京の館内 2レ

ストランで、青森県の食材や郷土料理を提供します！ 

【詳細情報】https://www.sunroute-plaza-tokyo.co.jp/restaurant/hamakaze/#aomori2018 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL:03-5212-9113） 

 

●10/15(月)まで！そごう千葉店でみちのく 6県大東北物産展 

【開催日時】10月 6日(土)～15日(月) 10:00～20:00(最終日は 17:00ままで) 

【開催場所】そごう千葉店(千葉県千葉市中央区新町 1000番地) 

【注目ポイント】東北 6県の物産が集合。日替わりで登場する「東北のパン」や、人気お土産品をぜひ

入手してみては。 

【詳細情報】https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/page/2018michinoku-daitouhokubussanten.html 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL:03-5212-9113） 

 

●10/15(月)～16(火)霞が関で東北復興応援マルシェ 

【開催日時】10月 15日(月)～16日(火) 11:00～19:00 

【開催場所】霞が関ビルディング(千代田区霞が関 3-2-5) 

【注目ポイント】青森県をはじめ東北 6県の特産品が集結。各県の PRイベントも開催されます。 

【詳細情報】http://www.keidanren.or.jp/announce/2018/tohoku.html 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL:03-5212-9113） 

 

●10/31(水)まで！「結ぶ食堂しまゆし」、「しまゆし酒場」にて青森フェア開催！ 

【開催日時】10月 1日(月)～10月 31日(水)まで 各店舗の営業時間に準じる 

【開催場所】しまゆし（千代田区神田錦町 3-21）しまゆし酒場（千代田区神田錦町 2-9中山ビル B1） 

【注目ポイント】青森県産食材を使用したメニューをランチ・ディナーで提供 

【詳細情報】http://shimayushi.com/  http://www.shimayushi.com/sakaba/ 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL:03-5212-9113） 

 

●10/31(水)まで！和食「さくらさくら」にて青森フェア開催！ 

【開催日時】10月 1日(月)～31日(水) 11:30～14:30／17:30～22:00 ※土曜日は夜の部のみ 

【開催場所】さくらさくら（千代田区九段南 2-5-5 イシカワビル九段 1階） 

【注目ポイント】月替わりで全国各地の食材を使ったメニューを提供している「さくらさくら」におい

て、青森県産食材フェアが開催されます！ 

【詳細情報】http://sakurasakura.co.jp/ 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL:03-5212-9113） 

 

●11/28(水)まで！和食「あえん」にて青森フェア開催！ 

【開催日時】9月 6日(木)～11月 28日(水) 各店舗営業時間に準じる 

【開催場所】あえん各店舗 

【注目ポイント】モスダイニングの運営する和食レストラン「あえん」の 5店舗にて、青森食材をふん

だんに使った特別メニューを提供します。 

【お問合せ】青森県東京事務所（TEL:03-5212-9113） 
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====================================================================== 

＜5＞ 移住いろいろ情報 

====================================================================== 

 

●青森県側での移住相談は？「移住コンシェルジュ」がご相談を承ります。 

直通電話 017-734-9174（青森県 地域活力振興課内） 

●地域おこし協力隊募集情報【青森県版】 

http://www.aomori-life.jp/news/kyouryokutai/-710-.html 

●移住支援情報｜就職活動等を行う際の交通費を助成！ 

青森県外から青森県内への就職活動やインターンシップ参加のための交通費を助成しています。事前に

求職登録をして頂くことが条件となりますので、就職活動の際にはぜひご登録をお願いします。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/30kotsuhijosei_boshu00.html 

●しごと情報｜あおもり UIJ ターン就職支援サイト【Aomori-Job】 

http://aomori-job.jp/ 

●しごと情報｜プロフェッショナル人材求人 

http://aopro.jp/menu 

●青森暮らしサポートセンターFacebookページ 

https://www.facebook.com/aomorigurashi/ 

●青森県への移住に関する最新情報は、 

青森県移住・交流ポータルサイト「あおもり暮らし」にて！ 

http://www.aomori-life.jp/ 

 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

★『青森暮らしサポートセンター通信』は毎月 15日前後に配信予定です。 

★【配信元】青森暮らしサポートセンター 

東京都千代田区有楽町 2-10-1東京交通会館 8階 

（NPOふるさと回帰支援センター内） 

電話：090-6342-6194 開設日：火曜日～日曜日（10時～18時） 

Facebook：https://www.facebook.com/aomorigurashi 

※月・祝・夏期・年末年始等お休みです 

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 

====================================================================== 
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